
はじめに

福島第 一原発事故は、苛酷事故としては米国のスリーマイル島原発

事故(1979年 )、 旧ソ連邦ウクライナのチェルノブイリ原発事故(1986年 )に

次いで3度 日でした。しかし、地震を引き金にして発生したのは世界で初
めてです。地震の発生は止めることができません。ですから、日本では

他国よりもまた起こる危険性は大きいものがあります。

原発事故がどんなにひどい惨状をt)たらすかを、みなさんに見学して
いただくために少しでも役立つようにと作ったのが、このガイドです。

20コ 4年 2月 発行

原発事故の完全賠償をさせる会
元の生活をかえせ。原発事故被害いわき訴訟原告団
福島原発事故・避難者訴訟原告団
【連絡先】〒973-8402いわき市内郷御厩町三丁目101いわき教育会館内

・
I｀EL 0246-27-3322 F/ヽX0246-68-6771
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原発 1()り [に が立地しているのは双葉
|||^、 人熊 HII^、 需千岡田|、 楢 某 |||「 です

が、 たヾ地地域全体としては葛ナ己本寸
^、

71t'|:|||「 、り 勺本J、 広野 IIII^を 加えた

双葉イ部と|卜Fばれる81111^本寸で 構成され

ている

避州け旨示が |||た 区域を1)つ 自治体
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り1在 いわき |「 にイ|:む 避難者は県
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や除染の作 業に lllllく 人が約6,000
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´
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浪江町 双葉郡内でもつとも人口の多い2万人。全町民避難。放射能の流れが国により隠された
ために町長はじめ多くの町民が町内で最も汚染された西部の津島地区に避難。町長は「国を殺
人罪で訴えたいほどJと語つた。請戸地区など海岸線の集落は津波で全滅。役場を二本松市に
移転。

川俣町 飯館村とともに原発事故とは無縁と思われていた町。南東部の山木屋地区が避難を強

いられた。避難者訴訟の第2陣として裁判の闘いに加わった。

双葉町 東電第一原発立地町。町内にあるアーチには「原子力明るい未来のエネルギー」と書
かれたまま放置されている。立地町の中では最初に財政が困難になり、町長の歳費はゼロにし
たほど。町は1991年 以来、7・ 8号機の増設を求めていた。役場を埼玉県加須市に移転、のちに
いわき市にj

富岡町 東電第二原発立地町。町の北部で国道6号線が封鎖さ
れている。除染はこれからで「3年間時計が止まった町」となってい

る。地震と津波の被害がそのままとなつており、イノブタ(イノシシと
ブタの交配)が街の中にまで出没。桜並本で有名な夜 (よ )の 森駅
近くは帰還困難区j或が道路一本で区切られている。2014年 1月 よ
り除染が開始されている。

」ヴィレッジ(サッヵ―練習場)

1991年 双葉 町議 会が

第一原発の7・ 8号機の

増設を求める決議をあ

げると、94年 に東電は

130億 円 か けて サ ッ

カー練習場を建設 し、

福島県にプレゼントす

る計画を発表。130億

円は電気料金 に上乗

せされることが当時の

県議会で明らかにされ

た.トルシェ・岡田両監

督時代には 日本チーム

の練習場にもなってい

た。事故発生直後から

事故収束に働く労働者

の集結センターとなっ

ている。2013年 には東

電復興本社も入つた。

楢葉 (ならは)町 東電第二原発立地町。「除染の町」の様 子が見
られる。2012年～13年 にかけて 一斉に除染が行われ、町内には放
身寸
‐
能汚染物を入れたフレコンバック(フ レキシブルコンテナバック)

が山積みされた「仮置き場」が見えるЭ町内に常磐線の駅が二つあ
り、北の竜田駅まで2014年 4月 から電車が通るようになる。町は4月

に帰還時期を発表する予定。

広野町 事故直後町長が出「民に避難を呼びかけた。役場をいわき

市に移転。20H年 8月 に政府は「緊急時避難準備区域 Jに指定し、

2012年 4月 町長は役場を元に戻し早期帰還を呼びかけた。しかし、

それから2年近く経つても人に1の 2害 1しか戻つていない。小中学生は

いわき市の仮設や借りLげ住宅から町営バスで通学。東電広野火

力発電所があり、最近、東電は増設計山iを 発表した。
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避難区域の復旧・復興は?
帰還困難 |ズ 1或 の人 11が 96(/)を I「 める 1つ 7‐l田「―

人熊町と双葉田「における復興庁の住L(調 査 (2013

年 10月 )で は、65%以 上の人が「帰還しない、||1来

ないJと答えている。

この 1つ の町に次いで帰還 |イ 難ヾ区:域と居イ|三 制限

lg域が広い宮 1司 町、浪江‖「、飯舘村は30Cll)～ 40tll)

の人が「戻らない、戻オヴtい Jと 答えている[

ほぼ全町が避難指示解除準備 lκ域に指定され、

除染が進み、町内の常磐線竜||1駅 までの通 1転 延伸

が迫っている楢某町であつてt)、 17.9%の 人が現時

点では帰 HI「 は難しいと答えている[

これほどの人が帰れない、帰らないと答えているこ

れらの口「相
‐
では、元通りに戻る「復 ||IJは あリイ手ない

と言える。それでも「復興Jは )Rめらオ■ている。
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その後t)裁 判に加わる人が続き、現在358人 で

裁判を聞つています.みなさんの大きな御支援

をお願いします「

避難生活は"生き地獄"です
i壁 難している14万 人の多くの人は、家族そ

ろって(|:め る家がない、展望がないというiШ

ll lな 避難生活を送っている。仮設住宅に住

む人からは「4Lき地獄です」という言葉さえに1

かさオじるc

避難者訴訟はこれからの
いわき市民の私たちは、こうした避難生活を強

いられている人々と一緒に、あやまれ、つぐなえ、

なくせ原発・放身寸
^能

汚染をスローガンに「原発 1千 故

の完全賠償をさせる会」を作って東電と国と交渉し

てきた.

しかし、両者は `J「 故を人災とi想 めず、賠償()小さ

く、少なくしようとするばかりの態度を続けた.

そこで2012年 12チ |に第 一・llと して避難者39人が

福島地裁いわき支部に提訴 (福 島原発避難者訴

訟と呼ぶ )。
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いわき市民の多くは
低線量被曝のもとで不安とストレスのなかでの
生活を強いられている

政策形成訴訟に1,350人立ち上がる

いわき市は、5市 4町 5村が合併したまち

で、市の面積は全国でもずばぬけて広い。

市の中心部は第一原発から40キロ離れて

いるが、北端の久 (ひさ)之浜町の一部が30

キロ圏内に入り、市全体があっというまにパ

ニックになつた,ガソリン・食料・薬なども入ら

なくなつたこ市のアンケート調査によると18

万3,000人 (人 口の55.4%)が 避難。現在で

も7,000人が避難先から戻つていない。

元の生活をかえせ■原発事故被害いわき訴訟が求めていること
原告団1,350人 (う ち18才未満が222人 、うち、さらに15人 は3.11以後に誕生してい

る)が求めているのは精神的損害に対する賠償だけでなく、以下の5項 目の政策実現

である。(政策形成訴訟と呼ばれる)

① 特に子どもの健康を維持するための施策を確立すること。

② 特に子どもが発病した場合には原因論争に終始せず、安心して治療が

受けられるようにすること。

③ 3.11以前の環境に戻すために政府と東電が責任を果たすこと。

④ 県内10基の原発は廃止すること。

⑤ いわれなき偏見による差別を出さないように、放射能汚染についての学校教

育、社会教育の推進。

これらを実現させるため、「福島原発事故被害補償法」の制定を求める。この中

で、国0東電・電機事業連合会とともに、東電原発メーカーをはじめとする東電関連

のゼネコン・商社・金融機関・研究機関などの法人及び個人から拠出させる「福島

原発事故被害補償基金」の創設を求めるc

みなさんのご支援をこころからお願いします。

舅

―
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チェルノブイリ原発事故に寄せて

一体 何の あや まちだ  ど うした と言 うの だ

死の灰 が降 りそそ ぐ この美 しぃ二 月の空か ら
音 もな く におい もな く
リヒヨー ロ ッパの子供 た ちや妊 婦 たちは
あんなに陽 ざ しが恋 しい種族 なの にタトに も由 られず
豊か な牧 畜の国 々で は ミル グ も肉 も当分 おあず けだ

「■確 な情報 を与 えよ」
ワル シャワや ス トックホル ムの市 民た ち
世 界中の人 々は耳 をそばだて る

生者 だけで はない

カ ダ
~17ウ ムの され こ うべ た ち

ヒロ シマや ナガサ キの死者 た ち も耳 をそばだて る
ルル ドの聖母像 もい、;:か しげな視線 を
リヒ方 に投 げ る

古都 キエ フか ら観 光団が今 日帰国
百 ピコキ ュ リー前後 の大 した汚 染 だ

しか し旅行者 は立 ち去 れば よい

死の仄 を洗い流 して……

ヨゼ フや イワ ン カ テ リーナたちよ
君 たちは充分 に次口らされたの だろ うか

君 たちの水や 食料  土地 や空気 は安 全 なの` だろ うか
ウグラ イナの穀 倉地帯 は大丈夫なのか

ほ とん どなに も矢口らせ ない`政 府 との

あい まい な納 得づ くで 君 た ち自身の健康 や
生 まれて来 る子 どもた ちは本 当にだい じょう、∫:な のか

だが これは他 人事 で はない

私 たちの電 力会社 や政 府 は また して も
メガホ ンで、

'、

れ回 ってい る
「我が国の原子 炉 は形 式 が違 うか ら安 全 だ」 と
メガ ホ ンとそれ を鵜 呑み にす る〈沈黙 の 多数〉
とい う図式 は破 られね ばな らぬ

地獄 の金の、∫、たが飛んだ
一度 日は ス リーマ イル島でおず おず と

二度目はチェルノブイリでかな り,ス 手に

二 度 目は何 処 で どん な具 合 に は じけ る こ とだ ろ う

1986.5.5

吉 田 信訳ぃゎき市内の高校教師・1987年没・享年54歳

「薄明地帯からのメッセージ」所収)
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１
■

私 たちからのお願 い
ふくしま復興センターが呼びかけている「国と東電に子ども・いのち

・くらしを守らせる署名Jを持ち帰り広めてください。(送付先は表紙

にある「完全賠償をさせる会」にお願いします)

このリーフレットを含めて裁判などの支援にカンパをお願いします。

以下のような発行物もどうぞ活用ください。

①パンフ「元の生活を返せ口いわき訴訟の訴状」全文…Ⅲl冊 1,000円

②元の生活返せ口いわき訴訟での原告の意見陳述文集中●1冊 100円

③ DVD「福島原発事故～絶望から希望へ」・・・1枚 500円

④パンフ「想定されていた福島原発事故」…1部 100円

⑤避難者からの絵手紙・・・A・ B・ C各 500円

２

　

３

多くの人に伝えてくださll
勒 許趙 罐

詈3号機で水素爆発が発生

電≦眩熙ヅ髯筆
4号機で水素爆発が発生

今回の事故で苛酷な避難生活を送つている人

は依然として14万人です。その避難先で環境の

激変などによる死亡が次々と発生し、震災関連死

と認定された人が1600人以上にもなつています。 鼠識嵐

どんなに無念だったでしょうか。

事故による被害額もとんでもない額となるでしょ

う。放射線量がもとに戻るのに100年以上もかかる

土地もあります。福島の惨状を三度と繰り返しては

なりません。

私たちは、福島県内の原発10基全てを廃炉に

するために全力を尽くします。みなさん、日本から

原発をなくすよう頑張りましょう。その際に福島の惨

状を広く国民に知ってもらうことが大きな力になる

のではないでしょうか。どうか多くの人々に伝えてく

ださい。
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